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第 ４６ 号

平成1８年６月発行 神奈川県高等学校体育連盟広報誌

総合開会式に参加した高校生の感想文を掲載いたしま

す。

【選手宣誓】

岸部 敬（法政二・ハンドボール部）

私は去年もこの開会式に出たのですが、今年も神奈川

県のトップチームが集まるということでとても緊張しま

した。けれども吹奏楽の素晴らしい演奏や各校の個性あ

ふれる行進にいつも感動し、思い出として強く心に残っ

ています。

今回、選手宣誓を任され、前日にもリハーサルをしっ

かり行ったのですが、当日はものすごく固くなっていて

とても不安でした。でも、大役を任されたからにはしっ

かりやり遂げようと決心していたので、心を落ちつかせ

て｢宣誓の思い｣を思いきり会場に表現することができ、

とても貴重な経験をさせていただきました。

あれだけ大勢の人が集まったのに大きなトラブルもな

く無事終えることができたのは会場で指揮をとっていら

した先生方や役員の方々の協力あってこそだと思いま

す。また私を選んでくださった方々に感謝の気持ちでい

っぱいです。ありがとうございました。

今年の高校総体は４連覇がかかっているので絶対に達

成したいと思います。

川島 岬（横浜創学館・空手道部）

私は、神奈川県高等学校総合体育大会の開会式に、初

めて参加することになり、そして、選手宣誓までやらせ

ていただき、とても光栄に思いました。

何もかもが初めての事だらけで、開会式の前日のリハ

ーサルから緊張していましたけれども、宣誓を一緒にや

った岸部君のしっかりした声にリードされ、当日の選手

宣誓は、一番うまくいき、私の心の中にも残るものとな

りました。

開会式は、吹奏楽部のすばらしい演奏から始まり、各

学校の個性あふれる行進を楽しむこともできました。そ

して、アトラクションのチアリーディングは、この開会

式にとてもふさわしいものだったと感じています。

多くの先生方や応援してくれている方々に感謝をしつ

つ、高校総体では、宣誓で誓ったように「信じ合える仲

間と心を一つ」にし、全国大会に向けて、一歩一歩、進

んで行きたいと思います。ありがとうございました。
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【アトラクション】

菊澤 梨保（県外語短大付・チアリーディング部）

私たちフリッパーズは他校との合同演技は、初めてで

したので大変貴重な体験となりました。皆さんのチアリ

ーディングに対する思いや、技術的な面も大変刺激にな

り、新たな励みになりました。当日の演技では素晴らし

い達成感を味わうことができました。ありがとうござい

ました。

磯辺奈保子（県金井・チアリーディング部）

今回初めて７４名のチアリーダーで演技をやらせてい

ただき改めてチアリーディングのすばらしさを実感いた

しました。他校の皆さんとの練習を通して私たち自身も

成長することができました。ありがとうございました。

三部 亜友（県住吉・チアリーディング部）

高校総体総合開会式に参加させていただきありがとう

ございました。たくさんの選手団の皆さんの前で演技が

できてとても楽しかったです。チアリーディングのパワ

ーがこれから始まる大会のエネルギーになればとてもう

れしいと思いました。全国大会目指して頑張ってくださ

い。

【プラカード】

鈴木 愛実（県茅ヶ崎）

今回、初めてこの開会式にプラカードの係として参加

させていただきました。私は一番先頭のプラカードを担

当することになりとても緊張しましたが、当日は間違え

ずにできたと思います。

開会式は吹奏楽部の演奏から始まりました。とても迫

力があって会場を盛り上げてくれました。

開会式当日は快晴に恵まれ開会式にふさわしい天候とな

りました。

行進ではそれぞれの学校がとても個性的でした。肩車

をしているところや、バク転をしたりチューリップを持

っている学校等様々でとても楽しかったです。

また選手宣誓は堂々としていて迫力があり、すごく印

象に残りました。
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そして今年のアトラクションはいくつかの学校の合同

チームによるチアリーディングでした。演技は７４名で

行っていて、とてもきれいで私たちを感動させてくれま

した。あっと驚かせてくれるものもあり、とても元気づ

けられたと思います。

開会式が無事に終わって良かったです。どの学校も持

っている力を全て出して悔いの残らないように頑張って

ほしいです。先頭はとても緊張しましたが、貴重な体験

をすることができました。来年も頑張ってほしいです。

【救護係】

藤田 翔（県二俣川看護福祉）

今回、私は初めて高校総体開会式の救護係として参加

させて頂きました。当日は快晴に恵まれ、行進する選手

一人一人が輝いて見えました。しかし、陽射しが強かっ

たので熱中症になる人がいるのではないかと、少し心配

しました。実際に２名の方が気分を悪くし、さらに１名

の方がケガされてしまったので、その３名の方に応急手

当をさせて頂きました。今回の救護係を通して今後も自

分の知識・技術をより活かしたいと強く思いました。ま

た、吹奏楽部の迫力ある演奏やアトラクションのチアリ

ーディング部の方々の演技に圧倒されました。学校を超

えた大勢の方々が一つとなり、一つのことへ向かって努

力している姿にとても感動しました。

終わりに、これから競技が始まる選手や、もう始まっ

ている選手の皆さんもまだまだ気の抜けない日々が続く

と思いますが、時にはリラックスする事も忘れずに、常

に万全の状態で挑めるように頑張ってください。

猪俣 絵理香（県二俣川看護福祉）

今回の高校総体開会式に、私は救護係として参加させ

て頂きました。当日は、好天に恵まれ熱中症で体調を崩

してしまうのではないかと思い、各班で氷や飲み物、毛

布などを用意ししっかり対処が出来るように、救護班の

９名全員が気の引き締まる思いで参加しました。実際に

３名の方が体調を崩され応急処置をしました。毛布を用

意し、日陰で横になって頂いたり、担架で救護所へ搬送

し、用意していた氷等で患部を冷却したりという処置を

致しました。各校の代表として入場行進に参加していた

為か、緊張や疲れで体調を崩されたり、ケガをされた方

が多かったようです。

今回の体験で、今まで以上に応急処置の大切さを知り、

看護・福祉の分野で人の役に立ちたいという思いが強ま

りました。

入場行進では、各校の代表や選手の方の威風堂々とし

た姿で、スポーツマンらしくやる気に満ちた様子が伝わ

ってきて、とてもすばらしい開会式でした。『アトラク

ションのチアリーディング』も、各校一丸となって演技

をしている姿を見て、選手の皆さんの絆の深さを感じま

した。

もう大会が始まっている競技の方も、これから大会が

始まる競技の方々も健康管理やケガに気をつけて、悔い

の残らないように万全の状態でプレーが出来るように頑

張って頂きたいと思います。

安全対策委員会

委員長 小泉 政貴（県二俣川看護福祉）

第４４回県高校総体開会式救護結果報告

今年度の総体開会式は、４月２２日土曜日に藤沢市善

行にある県立体育センター・陸上競技場において開催さ

れました。開会式は好天に恵まれほぼ快晴に近く、やや

風が吹く天候で救護係としては、「このまま風が吹いて

いてくれれば」と思う、少し心配なスタートでした。

例年通り、正面スタンド下・バックスタンド側第２コ

ーナー・第３コーナーの３箇所に救護所を設置し、安全

対策委員と毎年救護係として補助員をしている二俣川看

護福祉高校の生徒９名を配置し傷病者の発生に備えまし

た。今年度の９名は、全員昨年夏に日本赤十字救急法講

習会に参加し資格取得したメンバーに参加してもらいま

した。

今年度は、３名の傷病者が発生しましたが、軽度の貧

血・軽度の日射病・足関節捻挫で、応急処置として水分

の補給と安静、捻挫患部へは、ＲＩＣＥ処置を施しまし

た。今年度は、昨年度よりも傷病者が少なく終了するこ

とが出来ました。この事は、各学校におけます先生方の

傷病予防に思いをよせられる気持の表れかと感謝申しあ

げます。

終わりに、この場をお借りし安全対策の今年度事業を

御案内させて頂きます。今年度も昨年同様に、教師と生

徒共に取得できる日本赤十字社救急法講習会を７月２５

日（火）～７月２８日（金）の４日間県立武道館で実施

致します。是非指導者の先生方と部員の生徒の皆さんで

ご参加頂ければと御案内いたします。
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なお、６月１日（木）に県立体育センターにおきまし

て、赤十字社安全講習会（救急法・水上安全法）が行わ

れました。合計２７名の方に参加していただきました。

内容につきましては、次号に掲載予定です。

強化普及委員会
委員長 青木 洋師（県瀬谷西）

関東大会の成績を掲載させていただきます。紙面の都

合上、優勝者のみとさせていただきます。

（平成18年6月16日現在）

平成18年度関東高等学校体育大会優勝者

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 県伊勢原

男子個人 石川・福田（県伊勢原）

ﾗｸﾞﾋﾞｰ Dﾌﾞﾛｯｸ 東海大相模

卓球 男子団体 湘南工大附

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 細野 裕人（市横浜商）

剣道 男子団体 桐蔭学園

女子個人 村岡 真和（桐蔭学園）

ﾃﾆｽ 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 太刀岡・栗山（法政二）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 守屋友里加（湘南工大附）

ﾖｯﾄ 男子ｿﾛ 慶應義塾Ａ

自転車 個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 堀内 俊介（横浜）

空手道 男子団体組手 横浜創学館

女子個人組手 川島 岬（横浜創学館）

ﾗｲﾌﾙ射撃 女子BR団体 高木学園女子

少林寺拳法 女子二段以上の部 遊作・佐藤（県有馬）

男子初段の部 船山・徳山（慶應義塾）

男子単独の部 桑原 康平（県有馬）

女子単独の部 佐藤ちえみ（県有馬）

ｶﾇｰ 男子K-2 内田・中村（県湘南通）

男子K-4 内田・中村・冨永・船木迫（県湘南通）

男子C-2 中屋敷・秋月（県湘南通）

男子C-4 中屋敷・秋月・笹渕・永成（県湘南通）

男子総合 県湘南通

行事予定

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式

７月12日（水） 14：00～

於：横浜市西公会堂

○赤十字救急員資格取得講習会

７月25日（火）～28日（金） 9：30～

於：県立武道館

○全国高校ボウリング大会

７月25日（火）～26日（水）

於：品川プリンスホテルＢ・Ｃ 【東京都】

○関東高等学校水泳競技大会

７月25日（火）～27日（木）

於：県国際総合水泳場（競泳・飛込） 【千葉県】

横浜国際水泳場（水球） 【神奈川県】

○全国高校少林寺拳法大会

７月28日（金）～30日（日）

於：小牧市総合体育館 【愛知県】

○全国高校ライフル射撃大会

７月28日（金）～31日（月）

於：つつがライフル射撃場 【広島県】

○全国高等学校総合体育大会

８月１日（火）～25（金）

於：大阪府･滋賀県･京都府･兵庫県･奈良県･和歌山県

※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

○全国高等学校定時制通信制大会

８月１日（火）～19日（土）

於：東京都・静岡県・神奈川県

※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

○全国高校ダンス大会

８月２日（水）～４日（金）

於：神戸文化ホール 【兵庫県】

○全国高校総体（カヌー競技）

８月５日（土）～９日（水）

於：精進湖カヌー競技場 【山梨県】

問い合わせ先

神奈川県高等学校体育連盟

電 話 ０４５（３１１）８８１７

ＦＡＸ ０４５（３１３）２６６９

Ｅ-mail kotairen@pastel.ocn.ne.jp

http://www.kanagawa-kotairen.gr.jp


